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1． はじめに 

1-1 研究の背景 

現在日本は老年人口の増加が著しく、少子高齢化が進ん

でいる。総務省が2019年5月に公表した、子どもの数（15

歳未満人口）では、1553万人であり、37年連続で減少して

いることがわかった。また、子どもの割合は 12.3％で過去

最低となっている。その一方で東京都のみ、前年度に比べ、

こどもの数が7千人ほど増加している。さらに、子育て世

代の共働きが増加していることや就学前の子どもに対する

保育を期待する保護者が多くなっていることから保育ニー

ズも増加している。そのため、特に都心部の保育施設では、

受け入れ人数に対して入園・入所希望者が多く、保育施設

に入れない待機児童問題が深刻化した。待機児童問題を解

消するため、行政は保育施設を増やすことに注力したが、

保育施設開設予定地の周辺住民から開設反対を受け、保育

施設建設計画が中止または延期となる事例が多く保育施設

開設が難航している。 

保育園開設にともなう反対運動に関する研究として、後

藤ら（2018）の調査報告がある。全国3紙から保育園開設

にともなう反対運動に関する記事を調べ、整備事例の実態、

争点となった内容、問題解決のための工夫等について明ら

かにされている。保育園開設にともなう反対運動の内容と

して、保育園を開設する際のプロセスや、騒音、交通事故

の危険性が高まること等の空間的要素があげられている。 

1-2 研究の目的 

本研究では過去に開園反対運動が生じた保育園、反対運

動なく開園した保育園から空間的要素の特徴を見つけ、新

たな候補地での反対運動有無を推定できるようにすること

を目的とする。また、どのような物事が反対運動となるの

か察知できるようにすることも目的とする。本研究では、

反対事例として多くあがった世田谷区、杉並区の認可保育

所（認可保育園）を対象とした（１）。 

1-3 論文構成と研究方法 

2 章で保育園開設にともなう反対運動が生じた保育園と

反対運動が生じなかった保育園の抽出について示す。3 章

で保育園開設にともない反対運動が生じた保育園と生じな

かった保育園のデータを集計し、物理的条件の特徴を示す。

4章では、3章で集計したデータを用いて判別分析を行い、

線形判別関数式から分かることを示す。最後に5章では、

以上をまとめ、考察を加える。 

2． 保育園抽出 

2-1 反対運動が生じた保育園の抽出 

保育園開園にともなう反対運動が生じた保育園の住所は

新聞記事から抽出した。抽出した新聞記事は2010年4月～

2019年5月31日までの全国3紙（朝日、読売、毎日）、各

新聞社の記事データベースでキーワード検索を行った。検

索に用いたキーワードは先行論文（１）と同様に、表 1 のよ

うに検索を行った。また、反対運動が生じた保育園の住所

の詳細が新聞記事に掲載されていない場合には、世田谷区、

杉並区の区議員、区役所の職員に対しヒアリングをおこな

った。世田谷区、杉並区の反対運動が生じた保育園の一覧

を表2に示す。 

表1 各新聞社での検索キーワード 

反対のあった保育園開設の都市空間的特徴に関する研究 

-世田谷区、杉並区を対象として 

Spatial and Physical Characteristics in Urban Environment surrounding Anti-Nursery School Locations, focusing on 
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This paper aims at finding causes of anti-nursery school, focusing on physical condition such as road width, 
numbers of parks, distance to park, numbers of elderly people, and zoning type. We collected those data of not only 
the nursery, which neighbors opposed, but those of not opposed, and applied a liner discriminant analysis.  We 
found that some features of the nursery school where the opposition movement occurred: 1) there are few nurseries 
near the nursery school to be planned to locate., 2) the distance to a nearby park or kindergarten is long, 3) there are 
many local children and few elderly people, and 4) the road width is narrow. 
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表2 反対運動が生じた保育園一覧 

 

2-2 反対運動が生じなかった保育園の抽出 

研究対象としている世田谷区、杉並区は保育園の数が多

い。数を限定するため、まず、SIS（Informatics・GIS）を

用いて開設反対運動が生じた保育園を中心とした半径 500

ｍの円（バッファ）を作成した（図1）。次に、半径500ｍ

の円（バッファ）内にある保育園を抽出し、googleマップ、

世田谷区及び杉並区の保育課ホームページの保育園情報か

ら住所、名称を特定した。表3に反対運動が生じた保育園、

生じなかった保育園の集計を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 対象地から半径500ｍ圏域 

 

表3 反対運動が生じた保育園、生じなかった保育園 

 反対運動が生じた
保育園 

反対運動が生じなか
った保育園 

世田谷区（園） 8 19 

杉並区（園） 4 16 

合計（園） 12 35 

 

3． データ集計 

集計したデータは、過去に反対運動が生じた保育園の反

対内容等を参考にし、①保育園所在地の用途地域、②研究

対象保育園の近隣保育園、③近隣公園・幼稚園までの距離、

④2016年における0～5歳、60歳以上の人口、⑤保育園周

辺100以内の道路幅員の平均とした。以下に集計結果を示

す。 

3-1 保育園所在地の用途地域 

保育園開設にともなう反対運動が生じた保育園所在地の

用途地域はすべて第一種低層住居専用地域であった。それ

に対し、反対運動が生じなかった保育園所在地の用途地域

は第一種低層住居専用地域だけでなく、準工業地域、商業

地域の住居専用地域以外の用途地域が見られた。（表4） 

 

3-2 研究対象保育園の周辺の状況 

全体（反対運動が生じた保育園、生じなかった保育園）

における近隣保育園数平均値と反対運動が生じた保育園、

生じなかった保育園の近隣保育園数の平均値を示した。（表

5）反対運動が生じた保育園周辺では反対運動が生じなかっ

た保育園と比較し、近隣保育園が少ないことが分かった。 

 

表4 保育園所在地の用途地域 

 反対運動が 
生じた保育園 

反対運動が 
生じなかった
保育園 

第一種低層住居専用地域 12 22 

準工業地域 0 3 

第一種中高層住居専用地

域 

0 3 

第一種住居地域 0 3 

第二種住居地域 0 1 

商業地域 0 1 

近隣商業地域 0 1 

準住居地域 0 1 

 

表5 近隣保育園数の平均 

 
全体 

反対運動が 
生じた保育
園 

反対運動が生
じなかった保
育園 

近隣 保育 園

（園） 

4.04 3.18 4.31 

 

3-3 研究対象保育園から近隣公園・幼稚園までの距離 

全体（反対運動が生じた保育園、生じなかった保育園）

における近隣公園・幼稚園までの距離の平均値と反対運動

が生じた保育園、生じなかった保育園の近隣公園・幼稚園

までの距離の平均値を示した。（表6）反対運動が生じた保

育園は反対運動が生じなかった保育園と比較し、近隣公

園・幼稚園までの距離が長いことが分かった。 

 

3-4 2016年における0～5歳、60歳以上人口 

反対運動が生じた保育園、生じなかった保育園がある町

丁目の人口を 0～5 歳、60 歳以 上に分け、集計し、それ

ぞれの割合を示した。（表7）子どもの数は反対運動が生じ

た保育園の地域のほうが多く、高齢者の数は反対運動が生

じなかった保育園の地域のほうが多いことが分かった。 

 

3-5 保育園周辺100ｍ以内の道路幅員平均 

全体（反対運動が生じた保育園、生じなかった保育園）

における保育園周辺の 100ｍ以内の道路幅員平均値と反対

世田谷区反対運動が生じた保

育園 

杉並区反対運動が生じた保育

園 

グリーンホーム東玉川保育園 あい保育園下井草 

代沢ききょう保育園 ポピンズナーサリースクール

久我山 

ラク・スルー経堂保育園 まなびの森保育園高井戸 

キッドステイ世田谷南保育園 

名称なし：4園 名称なし：1園 

500ｍ 
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運動が生じた保育園、生じなかった保育園の保育園周辺

100ｍ以内の道路幅員平均値を示した。（表 8）反対運動が

生じた保育園は反対運動が生じなかった保育園と比較し、

道路幅員が狭いことが分かった。 

 

表6 近隣公園・幼稚園までの距離平均 

 
全体 

反対運動が 
生じた保育
園 

反対運動が生
じなかった保
育園 

近隣公園・幼

稚園までの

距離（ｍ） 

235.37 261.55 227.14 

 

表7 0～5歳、60歳以上の人口と割合 

 反対運動が 
生じた保育園 

反対運動が 
生じなかった保育園 

0～5歳（人） 1418（17％） 3178（15％） 

60歳以上（人） 6539（82％） 17879（84％） 

 

表8 保育園周辺の道路幅員平均 

 
全体 

反対運動が 
生じた保育
園 

反対運動が生
じなかった保
育園 

道路幅員平

均（ｍ） 
3.61 3.40 3.68 

 

 

4． 判別分析による解析 

4-1 判別分析 

判別分析とは、どの群に属しているか分かっている標本

があるときに、まだ分類されていない標本がどちらの群に

属するかを推定する手法のことである。本研究の場合では、

過去に反対運動が生じた保育園、生じなかった保育園が分

かっている保育園から、新たに保育園を開設する場合に、

その場所では反対運動が起きるか、起きないかを推定する

手法である。以下に判別分析の線形判別関数式の一般式（1）

を示す。 

3 章で集計した 6 つのデータを説明変数とし、組み合わ

せて線形判別関数式を57通り作成し、検定を行った。なお、

判別分析では、カテゴリーデータを用いることが出来ない

ため、用途地域においては、住居専用地域、住居地域は0、

それ以外の用途地域は1とした。 

 

  y = a1 x1 + a2 x2  + ････ + ap xp + a0 

a  : 判別係数 

a0  : 定数項 

x  : 説明変数 

 

4-2 判別分析による解析結果 

線形判別関数式を構築・検定し、有意性が見られたもの

を示した（表9、表10）。 

 

 

 

 

表9 線形判別関数式の検定結果 

 判別 
係数 

標準判
別係数 

F値 説明変数ご
とのｐ値 

全体の
ｐ値 

近隣保

育数 

-0.419 -0.785 4.34 0.043 

0.034 道路幅

員(平均) 
-1.510 -0.747 3.92 0.054 

定数項 6.918    

線形判別関数式： 

y= －0.419x1 －1.510x2 ＋6.918 

 

 

表10 線形判別関数式の検定結果 

 判別係
数 

標 準 判
別係数 

F値 説明変数ご
とのｐ値 

全体の
ｐ値 

用途地

域 
-1.231 -0.472 1.40 0.244 

0.044 

近隣保

育数 

-0.369 -0.692 2.98 0.092 

道路幅

員(平均) 
-1.437 -0.711 3.30 0.076 

定数項 6.613    

線形判別関数式： 
y= －0.419x1 －1.510x2 －1.437x3 ＋6.613 

 

4-1（1）に示した線形判別関数式のｙの部分の符号が「+」

であれば「反対運動あり」、「－」は「反対運動なし」と判

定される。表 9 の判別係数の符号が負であり、x に代入す

る数が大きければ大きいほど、ｙの部分の符号は「－」と

なり反対運動はなしと判定できる。このことから、表9に

おいては、近隣保育園が多いほど、道路幅員が広いほど、

反対運動は起きにくいことが示された。同様に表10におい

て、用途地域では住居専用地域以外の地域であり、近隣保

育園が多く、道路幅員が広いほど反対運動が起きにくいこ

とが示された。 

また、判別分析の標準判別係数は係数が大きい説明変数

ほど重要であるため、本研究では保育園開設にともなう反

対運動の有無に影響を与える要因として用途地域が重要で

あることが分かった。 

 

5． まとめ 

今回の研究からわかったことは大きく分けて2つある。1

つ目は反対運動が生じた保育園の特徴である。集計結果か

ら反対運動が生じた保育園の特徴を以下に示した。なお、

反対運動が生じた保育園の特徴は反対運動が生じなかった

保育園との比較によるものである。 

＜反対運動が生じた保育園の特徴＞ 

①研究対象保育園の近隣保育園が少ない。 

②近隣公園・幼稚園までの距離が遠い。 

③地域の子どもが多く、高齢者は少ない。 

④道路幅員が狭い。 

…(1) 
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①近隣保育園が少ない、②の地域に子どもの数が少ない

という特徴がみられた。近隣保育園が少ないことから行政

としては地域に保育園を増やしたいという考えが働き、保

育園開設計画を進める。しかし、もともと保育園が少ない

地域であるため、周辺住民の保育園に対する抵抗・悪い印

象が反対運動に発展していると考えた。 

また、④道路幅員が狭いことから、近隣に保育園が開設

すると交通量が増え、生活環境が変わることに近隣住民が

抵抗感を示し、交通安全性に欠けることからこのような特

徴がみられたと考えた。 

以上から、待機児童問題を解決するため、行政側は保育

園が少ない地域に開設するという考えではなく、道路幅員

が広いところ、生活環境に支障が出ない程度の道路幅が確

保できるところを選択し、保育園を開設する必要があり、

細心の注意を払って計画を進めることが必要だと感じた。 

次に、反対運動が生じた保育園の特徴の②の高齢者が少

ないという結果から必ずしも高齢者が保育園を反対してい

るとは限らないことが分かった。高齢者が反対運動を引き

起こすとメディアで度々報じられるのは、高齢者と若年層

の対立を示したいというメディアの意図があるからではな

いかと考えた。 

今回の研究で分かったことの2つ目は、保育園開設にと

もなう反対運動の有無を判別する際に、もっとも影響する

要因は用途地域ということである。反対運動が生じた保育

園の地域は第一種低層住居専用地域のみであり、2 階建て

の住宅が多く、商業施設や近隣に騒音となりうるような建

物は建たない閑散とした地域である。このことから迷惑施

設として捉えられる保育園が第一種低層住居専用地域に開

設することで反対運動につながったと考えられた。 

 
【補注】 

（1）参考文献1）の論文では、新聞検索において、世田谷区についで杉

並区が開設反対事例が立地する自治体として多く挙げられた。 
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